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1.  はじめに 

 

2011 年東北地方太平洋沖地震では，震源から遠方の

東京湾埋立地で液状化が発生しており，比較的加速度

が小さい地震動であっても，振動の継続が長い場合に

は液状化が生じることが明らかとなった。筆者らは，

予備検討として，東京湾埋立地を対象に有効応力解析

を実施し，2 分以上かけて徐々に過剰間隙水圧が上昇

し，液状化に至る地盤の挙動を試計算した 1）。今後，

連動型地震動を想定して液状化地盤における設計用入

力地震動を作成するためには，そのように徐々に水圧

が上昇する現象を精度よくシミュレートする必要があ

るが，計算結果を検証するための実測データが得られ

ていない。そこで，遠心模型振動実験により継続時間

の長い地震による液状化現象を再現して各種計測を行

い，得られた計測結果と有効応力解析による計算結果

との比較検討を行った。 

 

2.  遠心振動実験 

 

2.1  実験模型の概要 

 図-1 に実験模型の概要と計器設置位置を示す。模型

縮尺は 1/50（遠心加速度 50g）とした。以下では，実

物換算した物理量で示す。地盤模型は，相対密度が

60 ％程度となるようにせん断土槽内に豊浦砂

（ρs=2.65g/cm
3）を空中落下させた後，シリコンオイル

で飽和させて作製した。実験ケースを表-1 に示す。

Case1，Case2 で動粘度の異なるシリコンオイルを用い

ており，細粒分を含まない砂地盤（Case1）に対し，

Case2 は細粒分を含んで透水性の低い地盤を模擬して

いる。 

 入力地震動は，東北地方太平洋沖地震における本震

記録を増幅させた波を入力した。具体的には，港湾航

空技術研究所湾岸地域地震観測―大井観測点 2）での実

測データ（GL-37m・最大加速度 65.9cm/s
2）を基盤波と

して，全応力解析を実施し，実験模型の実物寸法に対

応する GL-19m の深度での地震動（最大加速度 164.0 

cm/s
2）を作成した。解析に用いた地盤モデルは東京湾

埋立地（江東区新木場）で実施した地盤調査結果 1）に

基づいて設定した。なお，本震記録を増幅させずにそ

のまま入力した実験も行ったが，Case1 と同等の地盤

模型は液状化しなかった。各ケースともに微小加振

（臨海波，最大加速度 30cm/s
2）の後，上記の地震動で

本加振を実施した。 
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図-1 実験模型概要と計器設置位置 

Fig.1  Test model and sensor distribution 

3
80
mm
（
1
9m
）

560mm（28m）

21
0
m
m
（
1
0.
5m
）

3
0
30
4
0
4
0
40
40
4
0
4
0
4
0
4
0

140 140 140 140

10
5 加速度計（水平）

加速度計（鉛直）

間隙水圧計

変位計

断面図

平面図

単位：mm
（）内は実物寸法

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

Case1 Case2

相対密度 58.77% 68.94%

シリコンオイル動粘度 50mm2/s 500mm2/s

表-1 実験ケース 

Table 1  Test cases 
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2.2   微小加振時の振動特性 

 微小加振で得られた振動台加速度と地表面加速度を

用いて伝達関数を求め，地盤の固有振動特性について

検討した。図-2 に地表面・中央（A1）の伝達関数を示

す。Case1，Case2 ともに，地盤の一次固有振動数はお

よそ 2Hz（周期 0.5 秒）であることが分かる。 

2.3  本加振の主要な結果 

 Case1，Case2 の加速度の時刻歴を図-3，図-4 に，両

ケースの過剰間隙水圧の時刻歴を図-5 に，過剰間隙水
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図-2 伝達関数 

Fig.2  Transfer function 

図-3  Case1 の加速度の時刻歴 

Fig.3  Acceleration time histories of Case1 

図-4  Case2 の加速度の時刻歴 

Fig.4  Acceleration time histories of Case2 

図-5 過剰間隙水圧の時刻歴 

Fig.5  Time histories of excess pore water pressure  

図-6 過剰間隙水圧比の時刻歴 

Fig.6  Time histories of excess pore water pressure ratio 
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圧比の時刻歴を図-6 に示す。Case1 の加速度波形をみ

ると，パルス状のピークを除き，GL-4m 以浅（A1,A2）

では 120 秒付近より振幅が小さくなっている。これは

図-6 に示す GL-6m 以浅（P1,P2）の水圧比が概ね 1 に

達した時刻とほぼ対応している。GL-10m（P3～P5）以

深では，水圧比は 1 に達しておらず，Case1 では GL-

6m 以浅のみ液状化していることがわかる。また，水圧

はすぐに減少傾向となり，約 10 分で消散している。 

 一方，Case2 ではいずれの深度も，水圧が大きく上

昇し，加振終了後も，継続して高い値を保持している。

GL-14m（P1~P4）以浅で水圧比が概ね 1 に達しており，

より深部まで液状化が進行している。透水性が低いた

め，水圧の消散に時間を要しており，75 分経過しても

過剰間隙水圧が残っている。東北地方太平洋沖地震の

際には，約 30 分後に余震が発生しており，透水性の低

い地盤では，水圧の消散前に余震を受けた可能性を示

唆している。 

 

3.  有効応力解析 

 

3.1  解析モデル 

3.1.1  モデル化の概要 

 解析プログラムは，Biot の二相系支配方程式に基づ

く DIANA-J2
3)に，土骨格の構成則として Stress-Density 

Model
4)を組み込んだものである。図-7 に解析モデルの

概要を示す。実物換算で表層 19m 分の地盤をモデル化

している。平面ひずみ要素で計 38 要素に離散化した土

柱モデルとした。水平成層地盤を想定し，同一深度の

左右の節点を互いに等変位拘束した。モデル下端は固

定とし，実験で計測した振動台加速度を入力した。400

秒間の動的解析（0.005 秒刻み）の後，圧密解析（1 秒

刻み）に切り替え，水圧の消散過程もシミュレートし

た。 

3.1.2  液状化強度の設定 

 モデル化にあたって，地盤の液状化強度を正確にモ

デル化する必要があり，特に繰り返し回数の多い領域

の液状化挙動を把握するため，繰り返し非排水三軸試

験を実施した。供試体は，遠心実験模型と同様に目標

相対密度を 60％として空中落下法で作製した。有効拘

束圧σ0’は遠心模型の中央深度付近の上載圧を想定し

た 100kN/m
2 と，使用した試験機の性能の下限値である

30kN/m
2の 2 種類を設定した。 

 得られた液状化強度曲線をターゲットに構成則のパ

ラメータを設定した。三軸試験の結果は等方拘束下で

の平均有効拘束圧に対する繰り返しせん断強度の比

（三軸強度比）で表現される。一方，実地盤を対象と

して有効応力解析モデルを設定する際，有効上載圧に

対する繰り返しせん断強度の比（原位置強度比）をタ

ーゲットとする場合がある。その場合，静止土圧係数

K0 が 0.5 程度であることを考慮すると，実地盤の平均

有効拘束圧は有効上載圧の 2/3 程度となるため，原位

置強度比は，三軸強度比の 2/3 程度と小さく評価され

る 5)。そこで，本検討では，構成則の要素試験シミュ

レーションにおいて，三軸強度比(K0 が 1.0 に相当）と

原位置強度比(K0 が 0.5 に相当）の 2 種類の液状化強度

比を対象にモデルパラメータを設定し，遠心実験結果

の再現性にどのように影響するかを調べる。設定した

構成則の液状化強度曲線とターゲットを比較して図-8

に示す。また，表-2 にフィッティングパラメータを示

す。その他のパラメータについては文献 4)を参照され

たい。液状化強度曲線の傾きまで完全にフィッティン

グするのは困難であったため，東北地方太平洋沖地震

の地震動の有効繰返し回数（20～40 回程度 6) ）付近で

フィットするように調整した。 

3.1.3  透水係数の設定 

 実験では間隙流体として水の粘性の 50 倍および 500

倍のオイルを用いた。50g 場での実験であるので，実19m

0.5m

左右の
同一深度
節点を
等変位
拘束

図-7 解析モデル 

Fig.7  Numerical model  

図-8 要素試験ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 

Fig.8  Element test simulation  

K0:1.0 K0:0.5

間隙比
e

ダイレタンシー
パラメータ

Sc

0.00358
～

0.00802

0.00296
～

0.00321

0.726

表-2  モデルパラメータ 

Table 2  Model parameters 
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物換算した場合，前者は水と等価な透水性を有するこ

とになる。また後者は透水係数が１オーダー小さくな

ったことになり，細粒分の存在などにより透水性が低

くなった地盤を模擬している。解析モデルでは透水係

数がパラメータとなるため，前者の Case1 を対象とし

たモデルでは，文献 7)に基づいて豊浦砂の透水係数を

用い，後者の Case2 を対象としたモデルでは１オーダ

ー小さい透水係数を用いた。また，透水性の影響をさ

らに検討するため，砂礫，シルト，完全非排水条件を

想定した数値実験も行った。解析ケースを整理して表-

3 に示す。 

3.2  実験結果との比較・考察 

3.2.1  過剰間隙水圧 

 実験と解析における過剰間隙水圧の時刻歴を図-9 に

比較して示す。三軸強度比と豊浦砂の透水係数を用い

た Case1-1(c)は，各深度の液状化程度や水圧消散にお

いて実験結果(a)をおおむね再現できている。一方，透

水係数を小さくした Case2-1(d)では，深部の水圧上昇

量が相対的に大きくなる傾向や水圧消散にかかる時間

が長くなる傾向は再現できているものの，水圧上昇の

程度までは再現できていない。透水係数のみが異なる

解析モデル間（c, d）で深部の最大水圧がわずかしか

大きくなっていないことから，透水係数だけで実験結

果の差異を説明することは難しい。また，K0 を考慮し

て原位置強度比を設定した解析(e, f）では，いずれも

全深度で完全に液状化する結果となっており，本実験

図-9 過剰間隙水圧時刻歴の比較 

Fig.9  Comparison of time histories of excess pore water pressure 

図-10 加速度時刻歴の比較 

Fig.10  Comparison of acceleration time histories 

図-11 加速度応答スペクトルの比較 

Fig.11  Comparison of acceleration response spectrum 

表-3 解析ケース 

Table.3  Computational cases 

解析
ケース名

解析
対象

K0
透水係数
(m/s)

対象
土質

Case1-1 1.0
Case1-2 0.5
Case2-1 1.0
Case2-2 0.5
Case-A 1.0×102 砂礫

Case-B 6.8×107 シルト7)

Case-C － 非排水

パラ
スタ

遠心
実験

1.3×104

1.3×105

豊浦砂

透水性
1/10

1.0
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の地盤模型に関しては，K0 を考慮した原位置強度比は

過小評価になっているといえる。 

3.2.2  地表面加速度 

 地表面加速度の時刻歴と応答スペクトルを比較して

図-10，図-11 に示す。パルス状の大きな加速度は再現

できていないが，液状化に伴って全体的に加速度レベ

ルが小さくなる傾向は再現できている。応答スペクト

ルでは，4 秒以上の長周期領域と 0.2 秒以下の短周期領

域で過小評価になっているものの，0.2 秒から 4 秒の周

期領域ではおおむね安全側の評価となっている。 

3.3  透水性の影響に関するパラメータスタディ 

 砂礫，シルト，完全非排水の 3 種類の透水条件を与

えたモデルで計算した過剰間隙水圧時刻歴を，遠心実

験のシミュレーション結果と併せて図-12 に示す。時間

軸は対数表示している。豊浦砂のようなきれいな砂で

は地震後十数分で水圧が消散するのに対し，東北地方

太平洋沖地震で液状化した浦安の砂の透水係数 1.7×

10
5
(m/s)

9)と同程度の透水性を有する Case2-1 では 1 時

間たっても消散が終わっていない。さらに，2000 年鳥

取県西部地震で液状化した竹内工業団地のシルトの透

水係数 8)を用いた Case-B では 1 日経っても消散が終わ

っておらず，地震の翌日にも噴水の継続が認められた

事実 10)と整合している。さらに，砂礫の大きな透水係

数を用いた Case-A ではまったく液状化しない結果とな

った。水圧上昇よりも消散が速いためと解釈できる。 

 

4.  まとめ 

 

 遠心模型振動実験により継続時間の長い地震動によ

る液状化現象を再現した。その結果，基盤からの地震

動増幅の影響が無視できないこと，透水性の低い地盤

では，過剰間隙水圧の消散に長い時間を要すること，

さらにこれに関連して過剰間隙水圧が蓄積しやすい傾

向にあることが分かった。 

 さらに遠心実験のシミュレーションを試み，液状化

強度や透水係数の設定の影響を把握した。また，パラ

メトリックな数値実験の結果，液状化強度が同じであ

ったとしても，透水係数が大きいと液状化しない場合

がある一方で，透水係数が小さいと過剰間隙水圧の消

散に長時間かかる場合もあることが分かった。 

 

参考文献 

 

1) 船原英樹、石崎定幸：東北地方太平洋沖地震において液

状化程度に違いが生じた２地点の有効応力解析，第 47 回

地盤工学研究発表会，pp.1583-1586，2012 

2) 独立行政法人港湾航空技術研究所：湾岸地域強震観測に

関するページ，http://www.mlit.go.jp/kowan/kyosin/eq.htm 

3) O. C. Zienkiewicz, T. Shiomi : Dynamic behaviour of saturated 

porous media, International journal for numerical and analytical 

methods in geomechanics, vol. 8, pp.71-96, 1984 

4) M. Cubrinovski, K. Ishihara : State Concept and Modified 

Elastoplasticity for Sand Modelling, SOILS and 

FOUNDATIONS, Vol.38, No.4, 213-225, 1998 

5) 吉見吉昭：砂地盤の液状化（第二版），技報堂，1991 

6) 新井洋：東北地方太平洋沖地震における東京湾岸の液状

化に関する等価繰返し回数と有効継続時間，日本建築学

会大会学術講演梗概集（東海），No.21040，2012 

7) 川端 和行，畑中 宗憲，内田 明彦：三軸タイプ大型

透水試験機による砂礫試料の透水試験，土木学会第 50 回

大会梗概，pp.112-113，1995 

8) 安田進ほか：文科省大大特プロジェクト平成 14 年度成果

報告書，p361，2003 

9) 石川 敬祐，安田 進，萩谷 俊吾：千葉県浦安市の液状化

現象の発生状況調査，日本地震工学会論文集，第 12 巻，

第 4 号，2012 

10) 加納 誠二，森脇 武夫，佐々木 康：平成 12 年鳥取県

西部地震による液状化被害の現地調査報告，土木学会中

国支部発表会，2001 

図-12 透水係数と消散時間の関係 (GL-6ｍ) 

Fig.12  Permeability and dissipation time 


